参加人数
その他

組〜

組程度

託児希望者には託児室を

用意します︒申し込み時にお知
らせください︒

クリスマス会を開きます

査し︑製造業の実態を明らかにす

の出荷額︑原材料使用額などを調

油所︑東川ツバメ︑東川石油︶店
ることが目的です︒

ソリンスタンド︵ホクレン東川給
舗の協力で︑店舗に回収容器を設

ください︒
場所 農村環境改善センター
置します︒使用済み食用油を持参
て使われるほか︑企業︑大学など

の行政施策の重要な基礎資料とし

調査結果は︑国や地方公共団体

ただし事前に予約をお願いしま

参加人数 定員は特に決めません︒
し︑備え付けの容器に移してお出

などにリサイクルされます︒

従来通り燃やせるごみとしても

材などに広く利用されています︒
月中旬から来年１月にかけ

調査をお願いする製造事業所に
て︑知事から任命された統計調査

は︑
員が調査票を持っておうかがいし

月

日現在で

日︵金︶までに

生チームは２千円
申し込み

バレーボール協会事務局︵役場

票は︑統計法に基づき調査内容の

皆さまからご提出いただく調査

ろしくお願いいたします︒

が︑調査に御協力くださるようよ

ます︒お忙しい時期とは存じます

めるか︑新聞紙などに染み込まし

月

年工業統計調査を行います︒

１年間の生産活動に伴う製造品

平成

経済産業省は︑

工業統計調査にご協力ください

てごみとして出せます︒

回収しますが︑固形化処理剤で固

での研究資料︑小・中・高校の教

しください
︵固形化剤で固めない︶︒

|５

分

ＢＤＦ︵バイオディーゼル燃料︶

す︒

地域活性課から

|２１１１︵内線２６２︶

お問い合わせは地域づくり推進
室☎

月 日から使用済み食用油の

回収を始めます
日から使用済

ごみの減量化とリサイクル推進
月

み食用油の町内分別回収を始めます︒

を図るため︑
回収料金は無料です︒町内のガ

講師 弁護士︑近藤伸夫さん
矢部さん☎

参加料 １００円︵資料代︶
４７０

お問い合わせ

﹁世界の料理教室﹂を開きます
月７日に第１回世

東川町国際文化交流協会︵両瀬
渉会長︶は︑

日︵日︶午前８時

企画総務課︑大角︶☎
１１︵内線２２５︶

|２１

16

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
地域子育て支援センターから
申し込み︑お問い合わせは地域
子育て支援センター☎ |５１００

子育て講座のお知らせ
まちがクリスマス色に染まって︑
子供も大人もわくわくする季節で

日︵木︶午前

家庭の親子
月

▼東川第一小学校屋外遊具整備
▼西川南団地公園整備▼文化ギャ
ラリー収蔵庫空調設備改修

道警旭川方面本部

ひとりで悩まず︑相談を⁝
犯罪の被害に遭うことは大変つ
らく悲しいことです︒

界 の 料 理 教 室﹁中 国 の 家 庭 料 理 ・
歳まで過ごして

餃 子﹂を 開 き ま す ︒ 講 師 は 中 国 ・
吉林省生まれで

日本に帰国した町内在住の吉田秀
美さん︒中国家庭料理の本場の味
と技を伝授します︒お気軽にご参
月７日︵日︶午後３時から

加ください︒
日時

|２６５

場所 農村環境改善センター
参加費 ５００円
両瀬さん☎

５︵Ｆａｘ |５０６８︶

申し込み

町技バレーボール大会を開催し
東川町バレーボール協会

回町技バレーボール大会を開

東川町バレーボール協会主催の

ます

第

月

きます︒お気軽にご参加ください︒
日時

︵主将会議︶︑同９時︵開会式︶
場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター

12

クリスマスに向けて︑リース作
りを行います︒育児の情報交換の
すね︒楽しいクリスマス会を予定

対象

加ください︒

していますので︑親子でぜひご参

日︵金︶午前

時か

場として︑お子さんから離れてお

月

家庭の親子
日時
ら正午
参加するお子さんの人数

のもの︶を各自用意してご持参

分のプレゼント︵３００円程度

持ち物

時か

母さんの時間を過ごしませんか？
日時

対象

貴子さん

幼児センター内子育て支援

５００円程度

花本

ら正午
講師
材料費
場所
センター

秘密を厳守いたしますので︑正確
なご記入をお願いします︒
経済産業省統計ホームページは

http://www.meti.go.jp/statistics/

都市建設課

突然の出来事にとまどい︑不安
な思いをされるなど心にも深い傷
を負い︑誰にも話せず悩んでいる
方もいることでしょう︒
そんな悩みを抱えている方を支
援するため︑被害に遭われた方か
らの相談に応じています︒どこに
相談してよいか分からない内容で
も︑警察だけで対応できない場合
は専門の機関を紹介します︒お気
相談窓口は☎０１２０|６７７

軽にご相談ください︒
|１１０︵性犯罪・少年相談︶︑

日︵日︶午後６時半

３千円︵１チーム︶︑学

男女混合︵９人制︶リ

参加対象 一般男女︵中学生以上︶
試合方式
ーグ戦
参加料

2,625円（メーカーにより違い）

遊具整備︑文化ギャラリー収蔵
庫を改修しました

町はこのほど︑電源立地地域対

☎

策交付金を活用して︑東川第一小
学校︑西川南団地公園︵西町︶の

憲法講座を開きます
月例会を次の通り開きます︒
月

多数ご参加ください︒
日時

農村環境改善センター研修室

から同８時半
﹁金融危機について﹂ア
メリカ発の世界同時不況②

テーマ

場所

東川９条の会

８７４０︵北海道被害者相談室︶

センター︶︑☎０１１|２３２|

|９１１０︵北海道警察相談

両施設に︑新たに屋外遊具を設置︑
また文化ギャラリー収蔵庫の空調
設備改修をしました︒
水力発電施設の立地地域・周辺
地域で行う公共用施設整備や住民
福祉の向上に資する事業に対して
交付されているものです︒
子供たちの安全な遊び場確保︑
文化ギャラリーに収蔵されている
写真芸術作品の管理︑保管のため
年度電源立地地域対策交

に今後とも役立てていきます︒
︹平成

付金事業︺

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

12 月 31 日（水）から 1 月 5 日

Higashikawa 2008 December
2008 December

17 Higashikawa

（2,835円）

82

(3,150円）

エアコン
検査内容

※お問い合わせは、地域づくり推進室☎82-2111（内線262）
760円
料金

（変更なし）

尿検査・血液検査・身体測定・腹囲
測定・問診・医師診察・血圧測定・
心電図検査

2,520円（メーカーにより違い）
受診希望日の１週間前まで（事前
申し込みがないと受診できません）

洗濯機
申し込み

12

◆旭川電気軌道バス「60系統東川線」（バス総合案内☎ 23 −
3355）
▼12月30日 日・祝日ダイヤ
▼12月31日 日・祝日ダイヤ（ただし最終便は始発午後5時ま
での便）
▼1月1日 旭岳温泉線、空港線は通常運行、他は運休
▼1月2、3日 始発午前8時から同午後8時までの便
▼1月4日 日曜運行ダイヤ
▼1月5日から通常

171ℓ以上
１日３人
定員

12

画面サイズ
1,785円
15ｲﾝﾁ以下 （旧料金2,835円）

◆町営バス（☎ 82 − 2111 ）
（月）まで運休

内容積
170ℓ以下
冷蔵庫
冷凍庫

31

2,835円

画面サイズ
16ｲﾝﾁ以上
午前8時半
受け付け

テレビ
毎週火曜日から金曜日

収集・運搬料金
リサイクル料金

国民健康保険加入者を対象に町立診療所で実施して
いる特定健診の受診できる曜日が増えました。受診を
希望される方は、住民福祉課保健指導室☎82−2111
（内線505）にお申し込みください。

小 売 店 に依 頼し
3,780円 た場合、それぞれ
（4,830円） の小売店で設定
した料金です。町
4,830円 に収集、運搬を依
（4,830円） 頼した場 合 は 一
台2,800円です。
対象者

12

◆ごみ、し尿の収集 12 月 31 日 ( 水 ) から 1 月 5 日 ( 月 ) まで休み。
1月6日(火)から通常収集
お問い合わせ 地域活性課地域づくり推進室☎82−2111（内
線262）
▼しらかば清掃センター 12月31日（水）から1月5日（月）
まで休み。 6 日から平常（ごみ直接搬入の受け入れ時間は、
午前8時半から午後５時半まで）。お問い合わせは、しらか
ば清掃センター（美瑛町宇莫別）☎92−2247

国民健康保険の加入者で、特定健
診受診券をお持ちの30歳から74
歳までの町民

20

地域活性課
大雪地区広域連合

◆社会福祉協議会（☎82−7505） 12月31日（水）から1月5
日（月）まで休み
82

45

家電リサイクル料金が改定になりました（11月1日から）
特定健診の受診日が増えました

10

◆道の駅・ひがしかわ道草館（☎ 68 − 4777 ） 12 月 31 日
（水）から1月4日（日）まで休み（インフォメーションセン
ター、売店）。トイレ、待合所は利用できます
82

◆大雪消防組合東川消防団（☎83−0119）
▼歳末防火警戒 12月29（月）、30日（火）午後8時から翌日
午前零時ごろまで、各分団員が消防車両で町内巡回
▼出初め式 1月5日（月）午前10時、農村環境改善センター

12

12

21

82

21

19

82

10

12

10

◆文化ギャラリー（☎82−4700） 12月30日（火）から1月5
日（月）まで休館

12

◆商工会（☎82−2750） 12月20日（土）から1月3日（土）
まで、年末・年始商店街連合大売出し。抽選会は1月2、3日
商工会事務は12月30日（火）から1月5日（月）まで休み。1
月6日（火）から平常
▼新年交例会 1月9日（金）午後6時、道草館

10

25

14

12

-------- 年末・年始のお知らせ --------

12

12

28

34

12

＜その他＞

82

15

◆B&G海洋センター（☎82−4600） 12月29日（月）から1
月5日（月）まで休館

10

◆農村環境改善センター（☎82−3200）、文化交流館（☎82
−4245） 12月31日（水）から1月5日（月）まで休館。貸
し出し図書の返却は文化交流館玄関前の返却ボックス
西川南団地に完成した公園遊具施設

◆町立診療所（☎ 82 − 2101 ） 12 月 31 日（水）から 1 月 5 日
（月）まで休診。1月6日から平常
▼休日診療 1月2日（金）午前10時から午後4時まで（※閉所
日で緊急の場合は、事前に電話連絡の上、正面玄関右手の夜
間窓口からお入りください）

12

◆役場、保健福祉センター、大雪地区広域連合事務局（☎82−
2111）12月30日（火）仕事納め。12月31日（水）から平成
21年１月５日（月）まで閉庁。１月６日（火）から平常
戸籍の届け出 死亡届は常駐の守衛に事前に電話連絡の上ご来
庁ください。自宅待機職員が出庁して対応します。このほか
の届書は一時お預かりし、書類審査は休み明けです。お問い
合わせは住民福祉課住民室
20

